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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第55期

第１四半期
累計期間

第56期
第１四半期
累計期間

第55期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年６月30日

自平成29年４月１日
至平成29年６月30日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 (千円） 2,479,755 2,553,369 10,225,693

経常利益 (千円） 111,963 154,083 840,723

四半期（当期）純利益 (千円） 73,963 101,146 603,543

持分法を適用した場合の投資利益 (千円） － － －

資本金 (千円） 733,360 733,360 733,360

発行済株式総数 (千株） 8,264 8,264 8,264

純資産額 (千円） 6,645,152 7,068,319 7,085,244

総資産額 (千円） 8,335,579 8,818,581 9,006,373

１株当たり四半期（当期）純利益 (円） 9.50 13.00 77.58

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
(円） － － －

１株当たり配当額 (円） － － 31.00

自己資本比率 (％） 79.7 80.2 78.7

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に

記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（1）業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済や主要国の政策等が先行きのリスク要因としてあるもの

の、雇用・所得の改善が継続するとともに企業収益も回復傾向を示しており、緩やかな景気回復基調で推移いたしま

した。

情報サービス産業におきましては、ＩｏＴ、ＡＩ（人工知能）を活用したＩＴサービスが期待されるほか、クラウ

ドサービスやセキュリティ対策等の需要を軸にＩＴ投資全般は引き続き堅調に推移しております。一方で既存システ

ムにおけるＩＴサービスに対する企業のコスト削減姿勢は変わらず、依然として価格面は抑制傾向にあります。

このような情勢の下、当社では、引き続きアウトソーシング案件や上流工程案件の取引拡大に注力するとともに、

受注案件ごとの採算性向上に努めました。また、若手社員の早期戦力化に向けた育成強化などに取り組みました。

これらの結果、当第１四半期累計期間の経営成績は、売上高2,553百万円（前年同期比3.0％増）、経常利益154百

万円（前年同期比37.6％増）、四半期純利益101百万円（前年同期比36.8％増）となりました。

部門別の営業状況は、次のとおりであります。

（ネットワークサービス）

アウトソーシング案件の取引拡大を図るとともに、当部門への積極的な技術者投入やビジネスパートナーの活用を

推進した結果、売上高は2,067百万円（前年同期比3.8％増）となりました。

（システム開発）

組込み系ソフト開発における検証業務が引き続き減少したものの、業務系アプリケーション等の案件獲得に努め技

術者投入を推進した結果、売上高は388百万円（前年同期比0.3％増）となりました。

（システム運用）

汎用系の運用やオペレーション業務は、市場の縮小とともに価格下落が継続していることから、汎用系技術から

ネットワーク系技術への移行に継続して取り組んだ結果、売上高は97百万円（前年同期比2.5％減）となりました。

 

（2）財政状態の分析

（資産）

当第１四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末より190百万円減少し、6,831百万円となりました。こ

れは主に、現金及び預金27百万円、仕掛品24百万円の増加と、売掛金173百万円、前払費用71百万円の減少によるも

のであります。固定資産は２百万円増加し、1,986百万円となりました。これは主に、保険積立金12百万円、投資有

価証券６百万円の増加と、その他に含まれる賃貸不動産17百万円の減少によるものであります。

この結果、資産総額は、前事業年度末より187百万円減少し、8,818百万円となりました。

（負債）

当第１四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末より158百万円減少し、1,640百万円となりました。こ

れは主に、その他に含まれる預り金155百万円、未払費用71百万円の増加と、賞与引当金345百万円、未払法人税等

100百万円の減少によるものであります。固定負債は前事業年度末に比べ12百万円減少し、109百万円となりました。

これは主に、役員退職慰労引当金12百万円の減少によるものであります。

この結果、負債総額は、前事業年度末より170百万円減少し、1,750百万円となりました。

（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ16百万円減少し、7,068百万円となりました。こ

れは主に、四半期純利益101百万円の計上による増加、配当金124百万円の支払いによる減少によるものであります。
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（3）経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありませんが、引

き続き入手可能な情報に基づいて市場動向の把握に努めるとともに、最善の経営方針を検討してまいります。

 

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において当社が対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた事項はありません。

 

（5）研究開発活動

該当事項はありません。

 

（6）経営成績に重要な影響を与える要因

前事業年度における有価証券報告書の「第２ 事業の状況」の「４ 事業等のリスク」に記載の内容から変更はあり

ません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】
①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,729,000

計 20,729,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成29年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成29年８月10日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,264,850 8,264,850
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 8,264,850 8,264,850 － －

 

（2）【新株予約権等の状況】
　該当事項はありません。

 

（3）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
　該当事項はありません。

 

（4）【ライツプランの内容】
　該当事項はありません。

 

（5）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成29年６月30日 － 8,264,850 － 733,360 － 623,845

 

（6）【大株主の状況】
　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（7）【議決権の状況】
　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成29年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成29年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    487,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  7,670,000 7,670 －

単元未満株式 普通株式    107,850 － －

発行済株式総数 8,264,850 － －

総株主の議決権 － 7,670 －

 

②【自己株式等】

平成29年６月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

旭情報サービス株式会社
東京都千代田区丸の内

１丁目７番12号
487,000 － 487,000 5.89

計 － 487,000 － 487,000 5.89

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

旭情報サービス株式会社(E04920)

四半期報告書

 6/14



第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成29年４月１日から平成

29　年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】
  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,586,639 4,614,356

売掛金 1,798,907 1,625,351

有価証券 199,720 199,820

仕掛品 2,684 27,531

前払費用 170,053 98,336

繰延税金資産 258,805 258,774

その他 5,205 7,700

流動資産合計 7,022,015 6,831,871

固定資産   

有形固定資産 44,170 42,336

無形固定資産 9,845 8,944

投資その他の資産   

投資有価証券 741,038 747,628

敷金及び保証金 ※ 199,585 ※ 198,482

保険積立金 677,532 689,860

前払年金費用 255,837 261,408

その他 56,348 38,049

投資その他の資産合計 1,930,341 1,935,429

固定資産合計 1,984,358 1,986,709

資産合計 9,006,373 8,818,581
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部   

流動負債   

短期借入金 230,000 230,000

未払金 106,289 126,217

未払費用 423,322 494,949

未払法人税等 159,330 58,865

賞与引当金 700,000 354,600

その他 180,063 376,240

流動負債合計 1,799,005 1,640,872

固定負債   

リース債務 1,889 1,732

繰延税金負債 38,843 39,037

役員退職慰労引当金 81,390 68,620

固定負債合計 122,123 109,389

負債合計 1,921,129 1,750,261

純資産の部   

株主資本   

資本金 733,360 733,360

資本剰余金 624,519 624,519

利益剰余金 6,074,443 6,051,156

自己株式 △366,755 △366,944

株主資本合計 7,065,566 7,042,091

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49,377 55,927

土地再評価差額金 △29,700 △29,700

評価・換算差額等合計 19,677 26,227

純資産合計 7,085,244 7,068,319

負債純資産合計 9,006,373 8,818,581
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 2,479,755 2,553,369

売上原価 1,991,968 2,038,180

売上総利益 487,786 515,188

販売費及び一般管理費 379,095 363,676

営業利益 108,691 151,512

営業外収益   

受取利息 1,495 320

受取配当金 2,206 2,227

賃貸不動産収入 1,478 639

助成金収入 25 612

雑収入 451 412

営業外収益合計 5,656 4,211

営業外費用   

支払利息 844 543

賃貸不動産費用 1,540 1,096

営業外費用合計 2,384 1,640

経常利益 111,963 154,083

特別損失   

固定資産売却損 － 2,676

特別損失合計 － 2,676

税引前四半期純利益 111,963 151,406

法人税等 37,999 50,259

四半期純利益 73,963 101,146
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【注記事項】
（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実

効税率を用いて税金を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。

（四半期貸借対照表関係）

※　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前事業年度

（平成29年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成29年６月30日）

投資その他の資産   

敷金及び保証金 5,800千円 5,200千円

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

減価償却費 3,063千円 2,735千円

 

（株主資本等関係）

前第１四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月23日

定時株主総会
普通株式 116,702 15.00 平成28年３月31日 平成28年６月24日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

　該当事項はありません。

 

当第１四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月22日

定時株主総会
普通株式 124,433 16.00 平成29年３月31日 平成29年６月23日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自　平成29年４

月１日　至　平成29年６月30日）

当社の事業は、情報サービス事業ならびにこれらの附帯業務の単一事業であります。したがいまして、開示対象と

なるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期累計期間

（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

１株当たり四半期純利益 9円50銭 13円00銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 73,963 101,146

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 73,963 101,146

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,779 7,776

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年８月10日

旭情報サービス株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 植　　村　　文　　雄　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 前　　川　　伸　　哉　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている旭情報サービス

株式会社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第56期事業年度の第１四半期会計期間（平成29年４月１日から

平成29年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、旭情報サービス株式会社の平成29年６月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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